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St. 所属団体 関東登録番号 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

全 日大三高 3125963 勝田 匠 [1] 

1 全 日大三高 3125932 野村 侑平 勝田 匠 [1]

 成城JTA 3128888 北谷 圭人 野村 侑平

2  成城学園中学校 3128880 金子 竜士 6-1 6-1 勝田 匠 [1]

全 東海大菅生高校 3127151 井上 拓海  野村 侑平

3 全 三菱養和TS 3126690 井實 優斗 小林 翔大 6-3 6-0

 コートピア大泉TC 3129896 小林 翔大 田中 颯人  

4  コートピア大泉TC 3128002 田中 颯人 2-6 7-6(2) 10-4 川崎 幹太

 緑ヶ丘TG 3125797 平田 理央  村上 涼

5  VIP TA 3126991 森下 滉司 川崎 幹太 6-4 6-7(4) 10-5

全 東海大菅生高校 3128146 川崎 幹太 村上 涼  

6 全 東海大菅生高校 3128095 村上 涼 7-5 6-3 川崎 幹太

 早稲田実業高等部 3130482 平川 朝陽  村上 涼

7  早稲田実業高等部 3130013 高橋 治英 平川 朝陽 6-1 6-1

 成蹊高校 3126211 佐々木 亮介 [7] 高橋 治英  

8  桜台庭球塾 3127445 松岡 良佑 7-6(3) 6-3 山田 矢音 [8]

 大成高校 3130505 布施 大雅 [3]  石川 真輝

9  たちかわJTA 3127489 林 穂高 布施 大雅 [3] 6-2 6-1

 サリュートテニス専門 3130074 水島 駿陸 林 穂高  

10  サリュートテニス専門 3130258 池末 直生 7-6(3) 6-3 布施 大雅 [3]

 ウッドACTT 3130554 岡田 倫平  林 穂高

11  たちかわJTA 3130302 高柳 洸成 岡田 倫平 6-3 6-4

 田無高校 3130194 三条 聡一朗 高柳 洸成  

12  田無高校 3126788 細谷 亮太 6-2 6-1 山田 矢音 [8]

 成蹊高校 3128807 松原 達志  石川 真輝

13  成蹊高校 3128811 西山 恭輔 上田 朔 6-4 6-4

全 日大三高 3130073 上田 朔 長久保 龍雅  

14 全 日大三高 3130151 長久保 龍雅 6-0 6-0 山田 矢音 [8]

 明大付明治高校 3127057 橋本 涼平  石川 真輝

15  ビッグK 3127305 馬塲 葵平 山田 矢音 [8] 7-5 6-1

全 三菱養和TS 3128251 山田 矢音 [8] 石川 真輝  

16 全 東海大菅生高校 3129890 石川 真輝 6-2 6-0 山田 矢音 [8]

 コートピア大泉TC 3126957 仁島 清嘉 [6]  石川 真輝

17  コートピア大泉TC 3126680 松村 康太郎 三好 健太 w.o.

 桜田倶楽部 3128783 三好 健太 駒形 怜哉  

18  TEAM YONEZAWA 3127162 駒形 怜哉 6-2 6-3 三好 健太

全 日大三高 3130475 久保田 洋夢  駒形 怜哉

19 全 日大三高 3130107 増川 翔太 久保田 洋夢 6-1 6-1

 田無高校 3130506 皆川 祐太 増川 翔太  

20  田無高校 3127868 築城 幸宗 6-0 6-0 三好 健太

 成蹊高校 3129403 丸毛 暁史  駒形 怜哉

21  成蹊高校 3127190 菅又 亮祐 大木 悠靖 6-1 6-4

 京王赤城A 3127671 大木 悠靖 細川 暖生  

22  京王赤城A 3126692 細川 暖生 6-2 7-5 大木 悠靖

全 日大三高 3127191 勝野 太地  細川 暖生

23 日大三高 3129637 山田 大起 勝野 太地 3-6 6-2 10-4

 コートピア大泉TC 3127027 中村 春輝 [4] 山田 大起  

24  桜田倶楽部 3127941 田中 岳太 7-5 7-5 三好 健太

全 日大三高 3128719 吉村 玲音 [5]  駒形 怜哉

25 全 日大三高 3126410 岡部 悠希 吉村 玲音 [5] 6-4 6-2

 東海大高輪台高校 3130598 弘田 将也 岡部 悠希  

26  コートピア大泉TC 3127044 桑原 千裕 6-1 6-2 吉村 玲音 [5]

 VIP TA 3130014 柴田 太陽  岡部 悠希

27  桜台庭球塾 3127108 降旗 友也 柴田 太陽 6-3 6-4

 大正セントラルTC目白 3128965 松岡 英生 降旗 友也  3127485 齋藤璃空

28  立教池袋高校 3128920 柳澤 義鷹 6-1 6-1 杉本 耕基 [2] 3130517 笠井惇平

 ビッグK 3129837 丹下 雄貴  楠戸 遥葵 3130466 小倉諭行

29  善福寺公園TC 3130587 小林 拓矢 丹下 雄貴 7-5 3-6 10-6 3125984 安達多紀

 桜台庭球塾 3128094 小原 光路 小林 拓矢  3128061 菅原優作

30  JITC 3126966 若山 賢人 6-2 6-3 杉本 耕基 [2] 3130388 大津拓夢

 JITC 3129063 宮本 太陽  楠戸 遥葵 3130626 岩崎　優

31  JITC 3127284 江淵 健斗 杉本 耕基 [2] 6-4 6-1 3130634 山下大輝

 早稲田実業高等部 3130031 杉本 耕基 [2] 楠戸 遥葵  3128273 財津温仁

32  早稲田実業高等部 3130325 楠戸 遥葵 6-0 6-1 3127406 播磨慧伍
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